
（迎え　10：30～11：00　送り　15：30～）

※児童発達支援　　　　　　午前　　１０：００ ～ １３：0０　（１３：００～送り）

　　　　　　　　　　　　         午後　 　１４：３０ ～ １８：００　（１７：３０～送り）

　　　　　　　　　　　　       　土曜日　１１：００ ～ １６：００　（１５：３０～送り）

※放課後等デイサービス　　　　 １４：００ ～ １８：００　（１７：３０～送り）

　　　　　　　　　　　       　　土曜日　１１：００ ～ １６：００　（１５：３０～送り）

  1月　8日（水）～通常の利用時間となります

1月号

Ｎｏ.80　　令和元年　12月　10日　発行　

はっぴースマイルデーの準備を頑張ってます(*^-^*)

　年号が令和に変わって2年目！今年はどんな年になるのだろう！不安と期待で子供たちも職員
も新たなる年にドキドキ、わくわく！良い年にしていきたいものです。のんたんでは子供たちが今まで
以上に ホットとして楽しく自分らしく過ごすことが出来る場所であると同時に、一人ひとりのできること
を増やし自信をつけてもらえる年にしていきたい思います。
昨年に引き続きご支援ご協力の程よろしくお願いします。

放課後等デイサービス➡ ★手洗いの励行をしていますのでハンカチ又はタオルを持たせてください。

※受給者証更新された方は持ってきてください。コピーさせていただきます。

　　　言語療法　➡ Aグループはお休みです。第一（土）

児童発達支援　➡ ★持ち物全てに必ず名前を記入して下さい。（おはし、はぶらし、靴下等）　 

　　　　　ポケット　➡

★1/24（金）は、職員研修の為、午前中の利用はお休みさせていただきます。その代わりに
23日の木曜日開所させていただきます。

1/7（火）から始まります。

のんたん通信

ダンス練習

クッキー作り

チラシ折り

飾り作り



午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

★運動遊び サーキットをしてあそぼう

★集団遊び お友だちと一緒にゲームをたのしもう

★運動遊び すべり台であそぼう

★英語とリトミック 数字を英語でいってみよう

★季節と遊び 凧をつくろう

★指先遊び・感覚遊び はさみを使って色んな形を切ってみよう

＊利用される人数や時間によって、プログラムを変更する事があります。

※1月8日（水）から通常時間になりますので、送迎が17：30～となります※

1月のプログラム内容
★リトミック お友だちや支援者と一緒にリズム体操を楽しもう

★季節と自然 ビニール袋を使って凧をつくろう

★指先遊び・感覚遊び 大きな紙に描いてみよう

ポケット ポケット

指先・感覚遊び 英語リトミック 季節と遊び 運動遊び

27 28 29 30 31

指先・感覚遊び 指先・感覚遊び リトミック

ポケット ポケット 言語療法（C）

指先・感覚遊び 集団遊び 季節と遊び 運動遊び 室内遊び

20 21 22 23 24 職員研修 25

運動遊び 運動遊び 季節と自然

指先・感覚遊び リトミック

ポケット 言語療法（Ｂ）

集団遊び 季節と遊び 英語リトミック 室内遊び

指先・感覚遊び 集団遊び 季節と遊び 運動遊び 室内遊び

13 14 15 16 17 18

運動遊び 運動遊び 季節と自然

ポケット
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発達支援 1月のプログラム
月 火 水 木 金 土



小学１年

～

４年生

小学５年

～

中・高校生

初もうで

今年も楽しく健康で
過ごせるようにお参り

するよ♪

おでかけ

ダンス 運動遊び

言語療法（Ｂ）
室内遊び

クッキング 運動遊び

クッキング

ダンス

ダンス 運動遊び

クッキング 運動遊び

クッキング

ダンス

集団・個別・ＳＳＴ 運　動 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

集団・個別・ＳＳＴ

小学
１～４年

小学５年～
中・高校生

小学
１～４年

小学５年～
中・高校生

小学
１～４年

小学５年～
中・高校生

小学
１～４年

小学５年～
中・高校生

小学
１～４年

★運動 ボールを持った鬼から逃げろ！ボール鬼ごっこ～！

★運動遊び 大繩に慣れて、郵便屋さん♪が飛べるようになってみよう！

★大型遊具 トランポリン・平均台・はしご・滑り台でいっぱい身体を動かそう！

どんな冬休みを過ごしたかを、みんなでお話ししてみるよ⛄

1月と言えば福笑いと書初め🖌大笑いして、書きたいことを書いてみよう♪

★ダンス 先生の振付を見て踊ってみるよ💃♪（岩井先生）

★クッキング 【クレープ】持ち物：エプロン・マスク・三角巾　材料費　￥200（後日請求）

★集団・個
別・SST

★クッキング 【フレンチトースト】　　　

持ち物：エプロン・マスク・三角巾　　　材料費　￥１５０（後日請求）

★ダンス （岩井先生）音楽に合わせて楽しくダンスしよう♪

★集団遊び みんなでお正月遊びをするよ～

★創　作 ダルマを作って福笑いをしよう★

＊利用される人数や時間によって、プログラムを変更する事があります。

※1月8日（水）から通常時間になりますので、送迎が17：30～となります※

1月のプログラム内容

★基本的生活習慣
手を洗ったあと、きれいにふかないと・・・ばい菌はぬれている所が大好きだよ
上着をぬいだら、綺麗にたたんでみよう！

小学５年～
中・高校生

ポケット ポケット ポケット

創　作 創作（材料費100円） 創　作

ポケット ポケット

運　動 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

27 28 29 30 31

25

ポケット ポケット ポケット

創　作 創作（材料費100円） 創　作

ポケット ポケット

ポケット

運　動 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ

20 21 22 23 24

13 14 15 16 17 18

ポケット ポケット

創作（材料費100円） 創　作

ポケット ポケット

集団遊び 集団遊び

ポケット

運　動 集団・個別・ＳＳＴ 集団・個別・ＳＳＴ
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6 7 8 9 10 11

放課後等デｲサービス 　１月のプログラム
月 火 水 木 金 土


